
２０１7年

《休館日》　１日（月）　　３日（祝）　４日（祝）　６日(土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《休館日》　１日（月）　　３日（祝）　４日（祝）　６日(土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《休館日》　１日（月）　　３日（祝）　４日（祝）　６日(土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《休館日》　１日（月）　　３日（祝）　４日（祝）　６日(土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児島児童館

日 月 火 水 木 金 土

 1 2 3 4 5 6
日 曜 クラブ名 時　間

おもちゃばこ＆ダンス ※わかばのつどい 10 水 わくわくクラブ １４：１５～１５：１５

１０：００～１１：４５ １０：００～１１：３０ 折紙クラブ（１．２年） １０：００～１０：５０

 折紙をしよう！ 折紙クラブ（３年以上） １１：００～１２：００

 １３：３０～１５：００ アートクラブ １３：３０～１５：００

7 8 9 10 11 12 13
17 水 かんたんクッキング(りんご） １４：１５～１５：３０

　 おもちゃばこ＆ダンス なかよしタイム おもちゃばこ＆えほん 折紙クラブ（１・２年）１０：００～１０：５０

20 土 卓球クラブ 　９：００～11：３０

　 １０：００～１１：４５ １０：３０～１１：００ １０：００～１１：４５ めるへん文庫１０：５０～ 21 日 クッキングクラブ（奇） １０：００～１２：００

おもちゃバンク わくわくクラブ 折紙クラブ（３年以上）１１：００～１２：００

24 水 かんたんクッキング(みかん） １４：１５～１５：３０

１０：００～１１：４５ １４：１５～１５：１５ アートクラブ　１３：３０～１５：００
25 木 幼児クラブ（すみれ） １０：００～１１：００

　 一輪車教室　１５：００～１６：００

14 15 16 17 18 19 20

※お花のプレゼント作り おもちゃばこ＆ダンス

かんたんクッキングクラブ

（りんご）

おもちゃばこ＆えほん

卓球クラブ

１０：００～１１：００ １０：００～１１：４５ １４：１５～１５：３０ １０：００～１１：４５

９：３０～１１：３０

卓球大会　14:00～15:00

昔あそび　15:00～16:00

21 22 23 24 25 26 27

クッキングクラブ（奇） おもちゃばこ＆宝さがし 手づくりタイム 幼児クラブ（すみれ） おもちゃばこ＆えほん

１０：００～１２：００ １０：００～１１：４５ １０：３０～  １１：００ １０：００～１１：００ １０：００～１１：４５

※いちご大福作り 子育て相談（クムレ）

かんたんクッキングクラブ

（みかん）

　

１３：３０～１４：３０ １０：３０～１１：３０ １４：１５～１５：３０

28 29 30 31

　 

出前キッズ号in三白市 おもちゃばこ＆ダンス

９：００～１５：００ １０：００～１１：４５

　　 

　 　

　

　

　

「貼り絵」　　《のり・お手ふき》

「お花の折紙」　　　　《筆記用具・はさみ・のり・ある人は油性マジック》13 土

休

館

日

休

館

日

休

館

日

講師：西中眞一さん　　　　　　　　　　　《ある人はラケット・お茶・手ふき》

「絵の具であそぼう」　　　　　《汚れてもいい服装・着替え・タオル・お茶》

「お花の折紙」　　　　《筆記用具・はさみ・のり・ある人は油性マジック》

　「フルーツ白玉」　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・ふきん・お茶》

「アレンジパン・コーンスープ」≪エプロン・マスク・三角巾・手ふき・ふきん・お茶≫

「フルーツ白玉　」　　《エプロン・三角巾・マスク・手ふき・ふきん・お茶》

休

館

日

休

館

日

休

館

日

休

館

日

休

館

日

内容・持ち物　等

　「プレゼントづくり 」　　　　《お茶・手ふき》

《開館時間》　　午前９時～午後５時１５分《開館時間》　　午前９時～午後５時１５分《開館時間》　　午前９時～午後５時１５分《開館時間》　　午前９時～午後５時１５分

　こじまじどうかんだより
 　　　　　　 ８日(月）　１５日(月）　２２日(月）　２９（月） 　　　　　　 ８日(月）　１５日(月）　２２日(月）　２９（月） 　　　　　　 ８日(月）　１５日(月）　２２日(月）　２９（月） 　　　　　　 ８日(月）　１５日(月）　２２日(月）　２９（月）

　児童館の裏山にある木々の緑も色鮮やかになり，過ごしやすいさわやかな季節になってきました。体調を崩しやすい季節でも

あるので、しっかりとご飯を食べ，たっぷりと寝て、元気に過ごしてくださいね。児童館のクラブや行事がない時でも，自由に遊ぶ

ことができます。お友だちを誘って遊びに来てね！

今月のクラブ今月のクラブ今月のクラブ今月のクラブ

５月 〒７１１－０９１１

     児島小川２－２－１６

　　 ℡＆FAX　４７３－２８４４

http：//ｋｇｗｃ.or.jp/kojimaji/

 

いちご大福作り

２１日（日） １３：３０～１４：３０

季節のくだもの，いちごを使った大福作りをしましょう！

要申込み 参加費：１００円

対 象：小学生以上 ２０人

持ち物：エプロン・三角巾・マスク・手ふき・お茶

一輪車教室

１３日(土） １５：００～１６：００

自分の目標をたてて練習をがんばろう！

当日受付 どなたでも（幼児は親子で）

持ち物： お茶・帽子・ある人は一輪車

６月の予定６月の予定６月の予定６月の予定

３日（土）昔あそび

６日（火）おもちゃバンク

１０日（土）一輪車教室

１１日（日）科学あそび

１４日（水）なかよしタイム

１８日（日）オセロ大会

２５日（日）出前キッズ号 ｉｎ三白市

２７日（火）子育て相談

２８日（水）手づくりタイム

手作りタイム

２４日(水） １０：３０～１１：００

身近な素材でかんたん玩具作り。

当日受付 先着10組

※※※※のしるしのあるものは，事前に申し込みが必要です。

一ヶ月前から受け付けます。本人または保護者の方が，

料金をそえて，直接児童館に来館の上，お申し込みくだ

さい。２週間前からは本人，ご家族でなくても申し込みが

できます。

わかばのつどい

５日（祝） １０：００～１１：３０

“こどもの日”にちなんだ簡単なクッキングに挑戦

しよう！

要申し込み 参加費：無料

対 象：どなたでも(幼児は親子で）

持ち物：エプロン・マスク・三角巾・手ふき・お茶

子育て相談

２３日(火）１０：３０～１１：３０

相談支援員来館。

当日受付

卓球大会卓球大会卓球大会卓球大会

２０日（土）１４：００～

当日受付 小学4年生以上

持ち物： お茶・汗拭きタオル

出前キッズ号ｉｎ三白市三白市三白市三白市

２８日（日） ９：００～１５：００

児島７番街に児童館からチャレンジゲー

ムや工作を出前します。

遊びに来てね！

お花のプレゼント作り
１４日（日）１０：００～１１：00

色とりどりの花を生けて素敵に部屋を飾りませ

んか？

要申込み 参加費 ５００円

対象：どなたでも （幼児は親子で） １５人

折紙をしよう！

５日（木・祝） １３：３０～１５：００

元気いっぱい過ごせるように，かぶとを作ります。

当日受付 参加費：無料

対 象：どなたでも（幼児は親子で）

おもちゃばこ＆宝さがし

２６日（金）１０：００～１１：４５

児童館で宝さがしをしよう！！

当日受付 参加 無料

対象：どなたでも（幼児は親子で）
なかよしタイム

１０日(水） １０：３０～１１：００

親子で楽しめるわらべうたや、

ふれあいあそびなど。

当日受付

●○４月オセロ大会結果表○●

おめでとうございます！

１位 光畑 琥太 さん （琴浦東小１年）

２位 小川 遼馬 さん （児島小 ３年）

３位 川口 花菜 さん （琴浦西認定こども園 ３歳）

おもちゃバンク

９日(火）

１０：００～１１：４５

使わなくなったおもちゃを児童館で頂いて

います。そのおもちゃを欲しい方に差し上げ

ています。


